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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　公開鍵証明書の失効の検証を行うＯＣＳＰレスポンダとして動作する検証サーバであっ
て、
　認証局における鍵情報毎及びハッシュアルゴリズム毎に一意に定まる第一識別情報と、
前記第一識別情報が認証局毎に、基準識別情報に対応付けられた情報と、前記基準識別情
報に対応付けて、失効した公開鍵証明書を識別することのできる失効証明書識別情報と、
を記憶する記憶部と、
　検証要求に含まれる認証局の鍵情報、および、当該検証要求を作成するときに用いられ
たハッシュアルゴリズム、により定まる第二識別情報に対応する第一識別情報が前記記憶
部に記憶されている場合には、当該検証要求に対する検証を行うことができると判断する
処理部と、を備え、
　前記処理部は、前記検証要求から第二識別情報を取得して、取得した第二識別情報に対
応する第一識別情報を前記記憶部から特定し、特定した第一識別情報に対応する基準識別
情報を前記記憶部から特定し、特定した基準識別情報に対応する失効証明書識別情報を取
得することにより、前記検証要求に添付された公開鍵証明書の識別情報に対応する失効証
明書識別情報があるか否かで検証を行う、
　ことを特徴とする検証サーバ。
【請求項２】
　請求項１に記載の検証サーバであって、
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　前記第一識別情報は、認証局の鍵情報から、検証サーバで対応する全てのハッシュアル
ゴリズムにより算出された各々のハッシュ値であり、
　前記第二識別情報は、検証要求に含まれる認証局の鍵情報から、任意のハッシュアルゴ
リズムにより算出されたハッシュ値であること、
　を特徴とする検証サーバ。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の検証サーバであって、
　前記第一識別情報は、認証局の名称及び当該認証局の鍵情報から、検証サーバで対応す
る全てのハッシュアルゴリズムにより算出された各々のハッシュ値であり、
　前記第二識別情報は、検証要求に含まれる認証局の名称及び当該認証局の鍵情報から、
任意のハッシュアルゴリズムにより算出されたハッシュ値であること、
　を特徴とする検証サーバ。
【請求項４】
　請求項１から３の何れか一項に記載の検証サーバであって、
　前記認証局において更新された複数の鍵情報の各々に対応して、各々の第一識別情報を
前記記憶部に記憶しておくこと、
　を特徴とする検証サーバ。
【請求項５】
　請求項１から４の何れか一項に記載の検証サーバであって、
　前記記憶部には、前記基準識別情報に対応付けて、既に生成した検証結果データが記憶
されており、
　前記処理部は、前記検証要求から第二識別情報を取得して、取得した第二識別情報に対
応する第一識別情報を前記記憶部から特定し、特定した第一識別情報に対応する基準識別
情報を前記記憶部から特定し、特定した基準識別情報に対応する検証結果データを取得し
、前記検証要求に添付された公開鍵証明書を特定する情報と、取得した検証結果データに
含まれる検証した公開鍵証明書を特定する情報と、が一致する検証結果データを特定し、
特定した検証結果データを予め定められた方法で出力する処理を行うこと、
　を特徴とする検証サーバ。
【請求項６】
　請求項５に記載の検証サーバであって、
　前記処理部は、失効した公開鍵証明書を識別することのできる失効証明書識別情報を取
得する毎に、前記記憶部に記憶されている既に生成した検証結果データの内、有効期限の
切れたものについては削除し、有効と判断された検証結果データであって、取得した失効
証明書識別情報により失効したものについては、失効と判断する検証結果データに更新す
ること、
　を特徴とする検証サーバ。
【請求項７】
　コンピュータを、公開鍵証明書の失効の検証を行うＯＣＳＰレスポンダとして動作する
検証サーバとして機能させるプログラムであって、
　前記コンピュータを、
　認証局における鍵情報毎及びハッシュアルゴリズム毎に一意に定まる第一識別情報と、
前記第一識別情報が認証局毎に、基準識別情報に対応付けられた情報と、前記基準識別情
報に対応付けて、失効した公開鍵証明書を識別することのできる失効証明書識別情報と、
を記憶する記憶手段、
　検証要求に含まれる認証局の鍵情報、および、当該検証要求を作成するときに用いられ
たハッシュアルゴリズム、により定まる第二識別情報に対応する第一識別情報が前記記憶
手段に記憶されている場合には、当該検証要求に対する検証を行うことができると判断す
る処理手段、
　として機能させ、
　前記処理手段は、前記検証要求から第二識別情報を取得して、取得した第二識別情報に
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対応する第一識別情報を前記記憶手段から特定し、特定した第一識別情報に対応する基準
識別情報を前記記憶手段から特定し、特定した基準識別情報に対応する失効証明書識別情
報を取得することにより、前記検証要求に添付された公開鍵証明書の識別情報に対応する
失効証明書識別情報があるか否かで検証を行うこと、
　を特徴とするプログラム。
【請求項８】
　請求項７に記載のプログラムであって、
　前記第一識別情報は、認証局の鍵情報から、検証サーバで対応する全てのハッシュアル
ゴリズムにより算出された各々のハッシュ値であり、
　前記第二識別情報は、検証要求に含まれる認証局の鍵情報から、任意のハッシュアルゴ
リズムにより算出されたハッシュ値であること、
　を特徴とするプログラム。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載のプログラムであって、
　前記第一識別情報は、認証局の名称及び当該認証局の鍵情報から、検証サーバで対応す
る全てのハッシュアルゴリズムにより算出された各々のハッシュ値であり、
　前記第二識別情報は、検証要求に含まれる認証局の名称及び当該認証局の鍵情報から、
任意のハッシュアルゴリズムにより算出されたハッシュ値であること、
　を特徴とするプログラム。
【請求項１０】
　請求項７から９の何れか一項に記載のプログラムであって、
　前記認証局において更新された複数の鍵情報の各々に対応して、各々の第一識別情報を
前記記憶手段に記憶しておくこと、
　を特徴とするプログラム。
【請求項１１】
　請求項７から１０の何れか一項に記載のプログラムであって、
　前記記憶手段には、前記基準識別情報に対応付けて、既に生成した検証結果データが記
憶されており、
　前記処理手段は、前記検証要求から第二識別情報を取得して、取得した第二識別情報に
対応する第一識別情報を前記記憶手段から特定し、特定した第一識別情報に対応する基準
識別情報を前記記憶手段から特定し、特定した基準識別情報に対応する検証結果データを
取得し、前記検証要求に添付された公開鍵証明書を特定する情報と、取得した検証結果デ
ータに含まれる検証した公開鍵証明書を特定する情報と、が一致する検証結果データを特
定し、特定した検証結果データを予め定められた方法で出力すること、
　を特徴とするプログラム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のプログラムであって、
　前記処理手段は、失効した公開鍵証明書を識別することのできる失効証明書識別情報を
取得する毎に、前記記憶部に記憶されている既に生成した検証結果データの内、有効期限
の切れたものについては削除し、有効と判断された検証結果データであって、取得した失
効証明書識別情報により失効したものについては、失効と判断する検証結果データに更新
すること、
　を特徴とするプログラム。
【請求項１３】
　認証局における鍵情報毎及びハッシュアルゴリズム毎に一意に定まる第一識別情報と、
前記第一識別情報が認証局毎に、基準識別情報に対応付けられた情報と、前記基準識別情
報に対応付けて、失効した公開鍵証明書を識別することのできる失効証明書識別情報と、
を記憶する記憶部と、処理部と、を備えるＯＣＳＰレスポンダとして動作する検証サーバ
において公開鍵証明書の失効の検証を行う検証方法であって、
　前記処理部が、検証要求に含まれる認証局の鍵情報、および、当該検証要求を作成する
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ときに用いられたハッシュアルゴリズム、により定まる第二識別情報に対応する第一識別
情報が前記記憶部に記憶されている場合には、当該検証要求に対する検証を行うことがで
きると判断する過程を備え、
　検証要求に対する検証を行うことができると判断する前記過程においては、前記処理部
は、前記検証要求から第二識別情報を取得して、取得した第二識別情報に対応する第一識
別情報を前記記憶部から特定し、特定した第一識別情報に対応する基準識別情報を前記記
憶部から特定し、特定した基準識別情報に対応する失効証明書識別情報を取得することに
より、前記検証要求に添付された公開鍵証明書の識別情報に対応する失効証明書識別情報
があるか否かで検証を行う、
　ことを特徴とする検証方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　公開鍵証明書の検証を行う技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子文書など電子データを送付する際に、対象となるデータに対して、送信者の電子署
名と公開鍵証明書を添付することで、受信者が、受信データに添付された電子署名（以下
「署名」ともいう）と公開鍵証明書（以下「証明書」ともいう）の有効性の確認を行い、
送付されたデータが改ざんされていないことと、確かに本人から送られた電子データであ
ることを確認することができる。
【０００３】
　公開鍵証明書の発行と有効性の確認は、公開鍵基盤において行われ、その標準仕様はＲ
ＦＣ３２８０（Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profi
le）等にて規定されている。
【０００４】
　証明書は、その有効期間が終了する前に、証明書の記載内容に変更があった場合や、対
応する秘密鍵が危殆化した場合等には、当該証明書を発行した認証局（Certificate Auth
ority：以下「ＣＡ」ともいう）により失効され、無効となる。このため受信者は、当該
証明書の有効性確認において、当該証明書が失効しているか否かを確認する。
【０００５】
　失効しているか否かの確認には、当該認証局が発行する証明書失効リスト（Certificat
e Revocation List：以下「ＣＲＬ」という）を用いる。ＣＲＬには、当該認証局が発行
した有効期間内の証明書のうち、失効された証明書のシリアルナンバーが記載され、当該
認証局の署名が付されており、ＣＲＬは、当該認証局によって定期的に発行されている。
受信者は、当該認証局から当該ＣＲＬを取得し、当該証明書のシリアルナンバーが、ＣＲ
Ｌに記載されているかどうかを確認する。シリアルナンバーがＣＲＬに記載されている場
合は、当該証明書が失効され無効であると判断し、記載されていない場合には、当該公開
鍵証明書が失効されていないと判断する。
【０００６】
　しかしながら、認証局が発行する証明書の枚数が多数あり、かつ失効する証明書が多い
場合、ＣＲＬの容量が膨大になってしまうため、受信者がＣＲＬを取得するために時間が
かかってしまう等、証明書の有効性確認処理に時間がかかってしまうことがあった。これ
に対応するために、オンラインで当該証明書が失効しているかどうかの確認要求を受け付
けて、これに応答するサービスをサーバ（以下「検証サーバ」とよぶ）で行うことができ
、その標準仕様は非特許文献１にて規定されている。
【０００７】
　検証サーバは、予め認証局が発行するＣＲＬを定期的に取り込み、証明書の失効確認を
する受信者が利用する端末装置から証明書の失効確認要求（以下「検証要求」とよぶ）を
受け付けたら、当該証明書のシリアルナンバーが予め取り込んだＣＲＬに記載されている
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かどうかを調べ、当該証明書が失効されているかどうかを端末装置に応答する。検証サー
バから端末装置へ送付される応答電文（以下「検証結果」とよぶ）には、当該検証サーバ
の署名及び証明書が付与さる。これにより端末装置の利用者は、当該検証サーバによって
確かに送付された検証結果であることを確認できる。
【０００８】
【非特許文献１】Ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｔａｓｋ　Ｆｏ
ｒｃｅ（ＩＥＴＦ）、Ｘ．５０９　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｋｅｙ　Ｉｎｆｒ
ａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ　－　ＯＣＳＰ（ＲＦＣ２５６０）、ｐａｇｅ　４「２．５　Ｒｅｓｐｏｎｓ
ｅ　Ｐｒｅ－ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ」、［online］、１９９９年６月、［平成１８年１月
２３日検索］、インターネット＜URL：http://ietf.org/rfc/rfc2560.txt＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　非特許文献１では、認証局の鍵更新が行われた場合や、端末が利用するハッシュアルゴ
リズムが複数存在する場合には、検証対象証明書がどの認証局（認証局は、認証局の名称
及び公開鍵で特定できる）に対応付くものか、複数のハッシュアルゴリズムのうちどのハ
ッシュアルゴリズムを使用するのか等、認証局の鍵の世代やハッシュアルゴリズムを適切
に管理しておかなければ、検証サーバで、証明書の検証を行うことができなくなってしま
うこともある。
【００１０】
　そこで、本発明は、検証サーバにおいて、認証局の鍵の世代及び複数のハッシュアルゴ
リズムを効率的に管理する技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　以上の課題を解決するため、本発明は、認証局の鍵情報（公開鍵）及びハッシュアルゴ
リズムにより一意に定まる識別情報を記憶しておく。
【００１２】
　例えば、本発明は、公開鍵証明書の検証を行う検証サーバであって、認証局の鍵情報毎
及びハッシュアルゴリズム毎に一意に定まる第一識別情報を、記憶する記憶部と、検証要
求に含まれる認証局の鍵情報、および、当該検証要求を作成するときに用いられたハッシ
ュアルゴリズム、により定まる第二識別情報に対応する第一識別情報が前記記憶部に記憶
されている場合には、当該検証要求に対する検証を行うことができると判断する処理部と
、を備えること、を特徴とする。
【００１３】
　このことにより、認証局の鍵の世代及び複数のハッシュアルゴリズムを効率的に管理す
ることができ、ＣＡが鍵更新を行っている場合や、端末装置が複数のハッシュアルゴリズ
ムを使用する場合にも、当該検証要求に対応するＣＲＬを効率的に特定し、失効している
かどうかを確認できる。
【発明の効果】
【００１４】
　以上のように、本発明によれば、認証局で更新された公開鍵及び複数のハッシュアルゴ
リズムを効率的に管理することができ、端末装置からの検証要求を受け付けてから応答を
するまでの時間を短縮することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１は、本発明の一実施形態である検証システム１００の構成図である。
【００１６】
　図示するように、検証システム１００は、端末装置１１０と、ＣＡ装置１２０と、検証
サーバ１３０と、を備えており、端末装置１１０、ＣＡ装置１２０及び検証サーバ１３０
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は、ネットワーク１５０を介して相互に情報を送受信することができるようにされている
。
【００１７】
　そして、検証システム１００においては、端末装置１１０は、検証サーバ１３０に証明
書の検証要求を行い、ＣＡ装置１２０は、証明書の発行及び失効処理を行い、検証サーバ
１３０は、証明書の検証を行う。
【００１８】
　図２は、端末装置１１０の概略図である。
【００１９】
　端末装置１１０は、記憶部１１１と、処理部１１２と、通信部１１３と、入出力部１１
４と、を有する。
【００２０】
　記憶部１１１は、ユーザが作成した電子文書を保持する電子文書記憶領域１１１ａと、
署名を生成するための秘密鍵、当該秘密鍵と対になる公開鍵の証明書、および、端末装置
１１０を利用するユーザが信頼するＣＡのＣＡ証明書、を記憶する鍵情報記憶領域１１１
ｂと、他の端末装置１１０から受け取った署名付き電子文書及び証明書を記憶する検証対
象記憶領域１１１ｃと、を有する。
【００２１】
　処理部１１２は、電子文書に対して署名を付与し、署名付き文書を作成する署名付き文
書作成部１１２ａと、書名付き電子文書の署名および証明書の検証を行う検証部１１２ｂ
と、端末装置の各部を統括的に制御する制御部１１２ｃと、を有する。
【００２２】
　通信部１１３は、ネットワーク１５０を介して他の装置と情報の送受信を行う。
【００２３】
　入出力部１１４は、端末装置１１０のユーザが作成した電子文書や他の端末１１０から
受け取った電子文書の入出力やユーザからの指示を受け付ける。
【００２４】
　このような構成において、制御部１１２ｃは、入出力部１１４を介してユーザから、電
子文書記憶領域１１１ａに保持してある電子文書を他のユーザの端末装置１１０に送信す
べき旨の指示を受け付けると、当該電子文書を電子文書記憶領域１１１ａから読み出し、
これを文書作成部１１２ａに渡す。
【００２５】
　文書作成部１１２ａは、鍵情報記憶領域１１１ｂに記憶されている秘密鍵を用いて、渡
された当該電子文書に対する署名を生成する。そして、渡された電子文書に生成した署名
を付して署名付き電子文書を作成する。
【００２６】
　そして、制御部１１２ｃは、文書作成部１１２ａで作成された署名付き電子文書と、鍵
情報記憶領域１１１ｂに記憶されている証明書と、を、通信部１１３を介して、ユーザか
ら指示された送信先の端末装置１１０へ送信する。
【００２７】
　また、制御部１１２ｃは、通信部１１３を介して、他の端末装置１１０から署名付き電
子文書と証明書を受け取ると、これらを関連づけて検証対象記憶領域１１１ｃに記憶する
と共に、これらの署名付き電子署名と証明書の検証要求を検証部１１２ｂに通知する。
【００２８】
　これを受けて、検証部１１２ｂは、検証対象記憶領域１１１ｃに記憶されている署名付
き電子文書の署名を、当該署名付き電子文書に対応付けて記憶されている証明書を用いて
検証する。そして、検証部１１２ｂは、署名付き電子文書の署名検証に使用した当該証明
書を検証対象証明書として鍵情報記憶領域１１１ｂに記憶する。
【００２９】
　また、検証部１１２ｂは、鍵情報記憶領域１１１ｂに記憶した検証対象証明書を、ユー
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ザが信頼するＣＡのＣＡ証明書を用いて検証する。ここで、検証部１１２ｂは、当該検証
対象証明書の検証処理において、当該検証対象証明書の署名の検証や、有効期間が切れて
いない事の確認や、その他制限事項の検証や、当該検証対象証明書が失効しているかどう
かを確認する。
【００３０】
　検証部１１２ｂは、当該検証対象証明書が失効しているかどうかの確認を行うために、
検証サーバ１３０に対して検証要求を送信する。そして、全ての検証が成功し、かつ、検
証サーバ１３から当該証明書が失効されていない旨の検証結果を受信した場合に、当該検
証対象証明書が有効であり、署名付き電子文書が正当なものと扱い、必要に応じて入出力
部１１４から署名付き文書の署名及び証明書の検証結果を出力する。
【００３１】
　図３は、ＣＡ装置１２０の概略図である。
【００３２】
　図示するように、ＣＡ装置１２０は、記憶部１２１と、処理部１２２と、通信部１２３
と、入出力部１２４と、を備える。
【００３３】
　記憶部１２１は、後述する発行部１２２ａが発行した証明書を記憶する証明書データベ
ース（以下、証明書ＤＢという）１２１ａと、証明書ＤＢ１２１ａに保持されている各証
明書の発行先が記憶された発行先管理リストを記憶する発行先情報記憶領域１２１ｂと、
ＣＲＬを記憶するＣＲＬ記憶領域１２１ｃと、を有する。
【００３４】
　処理部１２２は、証明書を発行する発行部１２２ａと、発行部１２２ａが発行した証明
書の管理を行う管理部１２２ｂと、ＣＡ装置１２０の各部を統括的に制御する制御部１２
２ｃと、を有する。
【００３５】
　通信部１２３は、ネットワーク１５０を介して他の装置と情報の送受信を行う。
【００３６】
　入出力部１２４は、証明書等の入出力やＣＡ装置１２０の操作者からの指示の受付や処
理結果の出力を行う。
【００３７】
　このような構成において、制御部１２２ｃは、入出力部１２４あるいは通信部１２３を
介して証明書の発行依頼を受け付けると、その旨を発行部１２２ａに伝える。
【００３８】
　このような発行依頼を受けて、発行部１２２ａは、これに対する証明書を作成する。こ
の際、ＣＡの秘密鍵で証明書に署名をする。そして、作成した証明書を入出力部１２４あ
るいは通信部１２３を介して、郵送あるいは通信により、証明書の発行依頼元に渡す。
【００３９】
　また、管理部１２２ｂは、この証明書を証明書ＤＢ１２１ａに登録すると共に、その発
行先（つまり発行依頼元）の情報を、発行先情報記憶領域１２１ｂに記憶されている発行
先リストに格納する。
【００４０】
　そして、制御部１２２ｃは、入出力部１２４あるいは通信部１２３を介して、証明書の
失効依頼を受け付けると、その旨を管理部１２２ｂに伝える。これを受けて、管理部１２
２ｂは、失効対象の証明書を証明書ＤＢ１２１ａから削除すると共に、当該証明書の発行
先の情報を、発行先情報記憶領域１２１ｂに記憶されている発行先管理リストから削除す
る。
【００４１】
　さらに、管理部１２２ｂは、失効依頼により証明書ＤＢ１２１ａから削除した証明書の
シリアルナンバーを記述した失効証明書リスト（ＣＲＬ）を、定期的に作成し、これをＣ
ＲＬ記憶領域１２１ｃに格納する。なお、作成したＣＲＬには、ＣＡ装置１２０が発行し



(8) JP 4594962 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

た証明書のうち、有効期限内にもかかわらず失効した証明書のシリアルナンバーと、当該
証明書が失効した日時と、当該証明書が失効した理由がリストとして記述される。さらに
、次回のＣＲＬ作成予定時刻が記述され、ＣＡ装置１２０の秘密鍵を用いて署名が付与さ
れる。
【００４２】
　また、制御部１２２ｃは、通信部１２３を介して、他装置よりＣＲＬ取得要求を受け取
ると、ＣＲＬ記憶領域１２１ｃに記憶されているＣＲＬを、通信部１２３を介して、問い
合わせをした他装置に送信する。
【００４３】
　図４は、検証サーバ１３０の概略図である。
【００４４】
　図示するように、検証サーバ１３０は、記憶部１３１と、処理部１３２と、通信部１３
３と、入出力部１３４と、を備える。
【００４５】
　記憶部１３１は、設定情報記憶領域１３１ａと、識別子情報記憶領域１３１ｂと、失効
情報記憶領域１３１ｃと、検証結果情報記憶領域１３１ｄと、鍵情報記憶領域１３１ｅと
、を有する。
【００４６】
　設定情報記憶領域１３１ａには、検証サーバ１３０で検証を行う際に必要となる情報が
記憶される。
【００４７】
　例えば、本実施形態においては、ＣＡ証明書やハッシュアルゴリズム等の検証を行う際
の情報、および、ＣＲＬ更新タイミングや署名付き検証結果データの有効期間等の各種設
定情報、が記憶されている。
【００４８】
　識別子情報記憶領域１３１ｂには、各々のＣＡ毎に、更新した各々の鍵と、各々のハッ
シュアルゴリズムと、から特定される識別子（ＣＡ識別子）を特定する情報が記憶される
。
【００４９】
　例えば、本実施形態においては、図５（ＣＡ識別子テーブル１６０の概略図）に示すよ
うなＣＡ識別子テーブル１６０が記憶される。
【００５０】
　図示するようにＣＡ識別子テーブル１６０は、対応するハッシュアルゴリズム毎に、各
々のＣＡ毎に更新された各々の公開鍵を有するＣＡ証明書毎に特定されるＣＡ識別子が各
々の欄に格納される。
【００５１】
　具体的には、ＣＡ識別子テーブル１６０は、対応するハッシュアルゴリズム毎に設けら
れた列であるハッシュアルゴリズムＯＩＤ列１６１ａ、１６１ｂと、検証サーバ１３０で
検証を行うＣＡ装置１２０毎に設けられた行であるＣＡ識別子行１６２ａ、１６２ｂ、１
６２ｃと、が形成されており、さらに、各ハッシュアルゴリズムＯＩＤ列１６１ａ、１６
１ｂには、更新された公開鍵毎に設けられた列である公開鍵列１６３ａ、１６３ｂ、１６
３ｃが形成されている。
【００５２】
　このようなＣＡ識別子テーブル１６０において、各々の列と行で特定される欄には、Ｃ
Ａ識別子行１６２ａ、１６２ｂ、１６２ｃ、および、公開鍵列１６３ａ、１６３ｂ、１６
３ｃ、で特定されるＣＡ証明書に記述される主体者名（subject）と公開鍵（subjectPubl
icKeyInfo）のハッシュ値をハッシュアルゴリズムＯＩＤ列１６１ａ、１６１ｂに対応す
るハッシュアルゴリズムで計算し、この二つのハッシュ値のペア（ここでは、「主体者名
のハッシュ値」／「公開鍵のハッシュ値」のようにして連結している）がＣＡ識別子とし
て格納される。
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【００５３】
　そして、これらの欄の内、予め定められたハッシュアルゴリズムを用いて、最新の公開
鍵のハッシュ値を算出したものを格納している欄に格納されるＣＡ識別子を基準ＣＡ識別
子とする。なお、本実施形態においては、ＣＡ識別子テーブル１６０のハッシュアルゴリ
ズムＯＩＤ１列１６１ａに格納されているＣＡ識別子の内、最新の公開鍵に対応するもの
を基準ＣＡ識別子としているがこのような態様に限定されるわけではない。
【００５４】
　なお、図５のＣＡ識別子テーブル１６０では、検証サーバ１３０が対応するハッシュア
ルゴリズムは２種類あり、さらに検証サーバ１３０はＣＡ１、ＣＡ２、ＣＡ３の３つのＣ
Ａに対応するパターンの例を示している。ＣＡ１は鍵更新を行って３世代の鍵のＣＡ証明
書が登録されており（１６２ａの行）、ＣＡ２は鍵更新を行って２世代の鍵のＣＡ証明書
が登録されており（１６２ｂの行）、ＣＡ３は鍵更新が行われておらず、一つの鍵のＣＡ
証明書が登録されている（１６２ｃの行）場合に、全ての証明書に関してＣＡ識別子を計
算し、ＣＡ識別子テーブル１６０を作成した場合の例である。
【００５５】
　失効情報記憶領域１３１ｃには、失効した証明書を識別する情報が記憶される。
【００５６】
　本実施形態においては、失効情報記憶領域１３１ｃに、図６（失効情報テーブル１７０
の概略図）に示すような失効情報テーブル１７０が記憶される。
【００５７】
　図示するように失効情報テーブル１７０は、ＣＡ識別子列１７０ａと、ＣＲＬ有効期間
列１７０ｂと、失効した証明書のシリアルナンバー列１７０ｃと、証明書失効日時列１７
０ｄと、証明書の失効理由列１７０ｅと、を備え、ＣＡ装置１２０からＣＲＬを受信する
毎に当該ＣＡ装置１２０に対応する行が更新される。
【００５８】
　ＣＡ識別子列１７０ａの対応する欄には、各々のＣＡを識別する情報が格納される。本
実施形態においては、基準ＣＡ識別子が格納される。
【００５９】
　ＣＲＬ有効期間列１７０ｂの対応する欄には、ＣＡ識別子列１７０ａで特定されるＣＡ
装置１２０から受信した最新のＣＲＬの有効期間を特定する情報が格納される。
【００６０】
　失効した証明書のシリアルナンバー列１７０ｃの対応する欄には、失効した証明書のシ
リアルナンバーを特定する情報が格納される。
【００６１】
　証明書失効日時列１７０ｄの対応する欄には、失効した証明書のシリアルナンバー列１
７０ｃで特定される証明書の失効した日時を特定する情報が格納される。
【００６２】
　証明書の失効理由列１７０ｅの対応する欄には、失効した証明書のシリアルナンバー列
１７０ｃで特定される証明書の失効理由を特定する情報が格納される。
【００６３】
　検証結果情報記憶領域１３１ｃには、署名付き検証結果データがＣＡ毎に記憶される。
【００６４】
　具体的に、本実施形態においては、図７（検証結果テーブル１８０の概略図）に示すよ
うな検証結果テーブル１８０が検証結果情報記憶領域１３１ｃに記憶される。
【００６５】
　図示するように、検証結果テーブル１８０は、ＣＡ識別子列１８０ａと、最終利用日時
列１８０ｂと、署名付き検証結果データ列１８０ｃと、を有する。
【００６６】
　ＣＡ識別子列１８０ａの対応する欄には、各々のＣＡを識別する情報が格納される。本
実施形態においては、基準ＣＡ識別子が格納される。
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【００６７】
　最終利用日時列１８０ｂの対応する欄には、後述する署名付き検証結果データ列１８０
ｃの対応する欄に格納される署名付き検証結果データを最後に利用した日時を特定する情
報が格納される。
【００６８】
　署名付き検証結果データ列１８０ｃの対応する欄には、署名付き検証結果データが格納
される。
【００６９】
　鍵情報記憶領域１３１ｄには、検証サーバ１３０の秘密鍵を特定する情報が格納される
。
【００７０】
　処理部１３２は、管理部１３２ａと、失効情報管理部１３２ｂと、検証処理部１３２ｃ
と、制御部１３２ｄと、を有する。
【００７１】
　管理部１３２ａは、ＣＡ証明書やハッシュアルゴリズムを設定情報記憶領域１３１ａへ
登録するとともに、登録したＣＡ証明書とハッシュアルゴリズムからＣＡ識別子テーブル
１６０に格納する情報を生成して対応する欄に格納する。
【００７２】
　また、管理部１３２ａは、ＣＲＬ更新タイミングや署名付き検証結果データの有効期間
等の各種設定情報を、設定情報記憶領域１３１ａに記憶する。
【００７３】
　失効情報管理部１３２ｂは、通信部１３３を介してＣＡ装置１２０にアクセスし、ＣＲ
Ｌを取得し、取得したＣＲＬから失効情報テーブル１６０を生成して失効情報記憶領域１
３１ｃに記憶する。
【００７４】
　また、失効情報管理部１３２ｂは、設定情報記憶領域１３１ａに記憶されているＣＲＬ
更新タイミングに従ってＣＲＬを再取得し、失効情報記憶領域１３１ｃに記憶されている
失効情報テーブル１７０の対応する欄を更新する。
【００７５】
　さらに、失効情報管理部１３２ｂは、ＣＲＬ更新のタイミングにおいて、検証結果情報
記憶領域１３１ｄに記憶されている検証結果テーブル１８０の署名付き検証結果データを
更新又は削除する。
【００７６】
　検証処理部１３２ｃは、端末装置１１０から通信部１３３を介して受け付けた検証要求
で特定される検証対象証明書に対応する署名付き検証結果データが、検証結果情報記憶領
域１３１ｄに記憶されている検証テーブル１８０に格納されているか否かを検索し、対応
する署名付き検証結果データがある場合には、当該署名付き検証結果データを、通信部１
３３を介して端末装置１１０へ返信応答する。また、署名付き検証結果データが無い場合
には、識別子情報記憶領域１３１ｂに記憶されているＣＡ識別子テーブル１６０と、失効
情報記憶領域１３１ｃに記憶されている失効情報テーブル１７０と、を参照し、当該検証
対象証明書が失効しているか否かを確認して、確認した結果に沿った署名付き検証結果デ
ータを作成し、通信部１３３を介して端末装置１１０へ返信応答するとともに、作成した
署名付き検証結果データを検証結果情報記憶領域１３１ｄに記憶されている検証テーブル
１８０に格納する。なお、署名付き検証結果データには、鍵情報記憶領域１３１ｅに記憶
されている検証サーバ１３０の秘密鍵を用いて署名が付与され、検証サーバ１３０の証明
書がとともに端末装置１１０へ送信される。
【００７７】
　制御部１３２ｄは、検証サーバ１３０の各部を統括的に制御する。
【００７８】
　以上のような検証サーバ１３０においては、操作者は、予め当該検証サーバ１３０が対
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応するＣＡのＣＡ証明書の登録と、当該検証サーバ１３０が受け付け可能なハッシュアル
ゴリズムの設定を行う。
【００７９】
　検証サーバ１３０の操作者は、入出力部１３４を介してＣＡ証明書を検証サーバ１３０
に入力する。これを受けて、管理部１３２ａは、当該ＣＡ証明書を設定情報記憶領域１３
１ａに記憶する。検証サーバ１３０が複数のＣＡに対応する（ＣＡ装置１２０が発行する
ＣＲＬを取り込む）場合には、それら複数のＣＡのＣＡ証明書を、同様に記憶する。
【００８０】
　また、ＣＡが鍵更新を行っており、複数のＣＡ証明書を持っている場合は、新しい鍵の
ＣＡ証明書と、古い鍵のＣＡ証明書（古い鍵が複数世代ある場合には、それらの鍵のＣＡ
証明書のうち、有効期間内のもの全て）の記憶を同様に行う。
【００８１】
　以上の結果、設定情報記憶領域１３１ａには、検証サーバ１３０が対応する全てのＣＡ
のＣＡ証明書と、それらＣＡが鍵更新を行っている場合には、有効期間内の全ての世代の
鍵に関するＣＡ証明書が保持される。
【００８２】
　また、検証サーバ１３０の操作者は、入出力部１３４を介して、当該検証サーバ１３０
が受け付け可能なハッシュアルゴリズムのオブジェクト識別子（以下「ＯＩＤ」と記す）
を入力する。これを受けて、管理部１３２ａは、当該ハッシュアルゴリズムのＯＩＤを設
定情報記憶領域１３１ａに記憶する。
【００８３】
　検証サーバ１３０が複数のハッシュアルゴリズムを受け付ける場合には、それら複数の
ハッシュアルゴリズムのＯＩＤの入力を受け付け、同様に記憶する。
【００８４】
　なお、記憶された複数のハッシュアルゴリズムＯＩＤのうち一つは、基準ハッシュアル
ゴリズムとして登録する。
【００８５】
　そして、検証サーバ１３０の管理部１３２ａは、ＣＡ証明書の登録と、ハッシュアルゴ
リズムの設定がなされたら、これらの情報を基に、図５に示すようなＣＡ識別子テーブル
１６０を作成し、識別子情報記憶領域１３１ｂに記憶する。
【００８６】
　以上に記載した端末装置１１０、ＣＡ装置１２０、検証サーバ１３０の各々は、例えば
、図８（コンピュータ１９０の概略図）に示すような、ＣＰＵ１９１と、メモリ１９２と
、ハードディスク等の外部記憶装置１９３と、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬性を有する記憶媒体
１９４から情報を読み取る読み取り装置１９５と、キーボードやマウス等の入力装置１９
６と、モニタやプリンタ等の出力装置１９７と、ＮＩＣ（Network Interface Card）等の
通信装置１９８と、これらの各装置間のデータ送受を行う内部バス１９９と、を備えた、
一般的なコンピュータ１９０上に構築可能である。
【００８７】
　例えば、ＣＰＵ１９１が外部記憶装置１９３からメモリ１９２上にロードされた所定の
プログラムを実行することにより、以上に記載した各処理部を実現できる。また、通信部
は、ＣＰＵ１９１が通信装置１９８を利用することにより、入出力部は、ＣＰＵ１９１が
入力装置１９６や出力装置１９７や読み取り装置１９５を利用することにより、そして、
記憶部は、ＣＰＵ１９１がメモリ１９２や外部記憶装置１９３を利用することにより実現
することができる。
【００８８】
　上記所定のプログラムは、予め外部記憶装置１９３に格納されていても良いし、コンピ
ュータ１９０が利用可能な記憶媒体１９４に格納されており、読み取り装置１９５を介し
て、必要に応じて読み出され、あるいは、コンピュータ１９０が利用可能な通信媒体であ
るネットワークまたはネットワーク上を伝搬する搬送波を利用する通信装置１９８と接続
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された他の装置から、必要に応じてダウンロードされて、外部記憶装置１９３に格納され
るものであってもよい。
【００８９】
　図９は、検証サーバ１３０でＣＲＬの更新を行う際の処理を示すフローチャートである
。
【００９０】
　まず、検証サーバ１３０の失効情報管理部１３２ｂは、検証サーバ１３０の操作者によ
って予め設定情報記憶領域１３１ａに記憶されたＣＲＬ更新タイミングで特定される所定
の期間を経過すると（Ｓ１０でＹｅｓ）、ＣＲＬ取得要求を、通信部１３３を介してＣＡ
装置１２０に送信する（Ｓ１１）。これを受け付けたＣＡ装置１２０は、対応するＣＲＬ
を検証サーバ１３０へ送信する。
【００９１】
　次に、検証サーバ１３０の失効情報管理部１３２ｂは、ＣＡ装置１２０からＣＲＬを受
信すると（Ｓ１２でＹｅｓ）、ＣＲＬを初めて受信したか否かを確認する（Ｓ１３）。こ
れは、失効情報テーブル１７０が失効情報記憶領域１３１ｃに記憶されているか否かで確
認することができる。
【００９２】
　そして、検証サーバ１３０の失効情報管理部１３２ｂは、ＣＲＬを初めて受信したばあ
いには（Ｓ１３でＹｅｓ）、失効情報テーブル１７０を生成して、受信したＣＲＬで特定
される情報を対応する欄に格納して（Ｓ１４）、処理を終了する。
【００９３】
　具体的には、失効情報管理部１３２ｂは、取得したＣＲＬに記述される発行者名（issu
er）および認証局鍵識別子（authorityKeyIdentifier）の値をキーにして、設定情報記憶
領域１３１ａに記憶されているＣＡ証明書の中から、対応するＣＡ証明書を特定し、当該
ＣＡ証明書を取得する。そして、取得したＣＡ証明書から基準ハッシュアルゴリズムを用
いてＣＡ識別子を計算し、生成した失効情報テーブル１７０のＣＡ識別子列１７０ａの対
応する欄に格納する。
【００９４】
　また、失効情報管理部１３２ｂは、取得したＣＲＬの有効期間（thisUpdate,nextUpdat
e）を、失効情報テーブル１７０の当該ＣＡ識別子に対応するＣＲＬ有効期間列１７０ｂ
の欄に格納し、当該ＣＲＬに記述される失効した証明書（revokedCertificates）のシリ
アルナンバーを失効情報テーブル１７０の当該ＣＡ識別子に対応する失効した証明書のシ
リアルナンバー欄１７０ｃに格納し、その失効日時（revocationDate）を証明書失効日時
列１７０ｄの対応する欄に格納し、その失効理由（reasonCode）を証明書の失効理由列１
７０ｅの対応する欄に格納する。なお、失効理由（reasonCode）については、その番号に
対応する意味がRFC3280で規定されている。
【００９５】
　次に、失効情報管理部１３２ｂは、受信したＣＲＬが更新されたかどうかを確認する（
Ｓ１５）。すなわち、ＣＡから受信したＣＲＬの有効期間が、前回までに取得した当該Ｃ
ＡのＣＲＬの有効期間よりも新しくなっていた場合、当該ＣＡのＣＲＬが更新されたもの
とし、ステップＳ１６へ進む。一方、有効期間等のＣＲＬの情報が、前回までに取得した
当該ＣＡのＣＲＬと変更していなければ、当該ＣＡのＣＲＬが更新されていないものとし
て、処理を終了する。
【００９６】
　ステップＳ１５においてＣＲＬが更新されていた場合、失効情報管理部１３２ｂは、取
得したＣＲＬを基に、失効情報テーブル１７０の更新を行う（Ｓ１６）。
【００９７】
　具体的には、失効情報管理部１３１ｂは、取得したＣＲＬで特定される発行者名（issu
er）および認証局鍵識別子（authorityKeyIdentifier）の値をキーにして、設定情報記憶
領域に記憶されているＣＡ証明書の中から、対応するＣＡ証明書を特定し、特定したＣＡ
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証明書を取得する。そして、取得したＣＡ証明書から基準ハッシュアルゴリズムを用いて
ＣＡ識別子を算出する。
【００９８】
　次に、失効情報管理部１３１ｂは、失効情報記憶領域１３１ｃに記憶されているＣＡ識
別子テーブル１６０を参照し、算出したＣＡ識別子を検索し、対応する基準ＣＡ識別子を
取得する。
【００９９】
　そして、失効情報管理部１３１ｂは、取得した基準ＣＡ識別子をキーにして、失効情報
記憶領域１３１ｃに記憶されている失効情報テーブル１７０のＣＡ識別子列１７０ａから
対応するＣＡ識別子を検索する。なお、対応するＣＡ識別子が存在しない場合には、新た
なＣＡのＣＲＬと判断し、失効情報テーブル１７０に新たな行を追加して、ＣＡ識別子列
１７０ａの欄に格納する。
【０１００】
　さらに、失効情報管理部１３１ｂは、取得したＣＲＬの有効期間（thisUpdate,nextUpd
ate）を、失効情報テーブル１７０の当該ＣＡ識別子に対応するＣＲＬ有効期間列１７０
ｂの欄に格納し、当該ＣＲＬに記述される失効した証明書（revokedCertificates）のシ
リアルナンバー（userCertificate）を失効情報テーブル１７０の失効した証明書のシリ
アルナンバー列１７０ｃの欄に格納し、当該ＣＲＬの失効日時（revocationDate）を証明
書失効日時列１７０ｄの欄に格納し、失効理由（reasonCode）を証明書の失効理由列１７
０ｅの欄に格納する。
【０１０１】
　ステップＳ１６で、失効情報テーブル１７０の更新処理が終了したら、失効情報管理部
１３１ｃは、検証結果テーブル１８０の更新処理を行う（Ｓ１７）。この処理については
、図１０のフローチャートを用いて具体的に説明する。
【０１０２】
　図９に示すＣＲＬ更新処理は、検証サーバ１３０が複数のＣＡに対応する場合には、そ
のＣＡの数だけＣＲＬの更新を繰り返し実施する。本実施形態においては、３つのＣＡに
対応する場合を例示しているため、図９のフローチャートに示すＣＲＬ更新処理を３回実
施する。
【０１０３】
　図１０は、検証サーバ１３０において検証結果テーブル１８０の更新処理を行う際のフ
ローチャートである。
【０１０４】
　失効情報管理部１３２ｂは、ＣＲＬ更新処理で取得したＣＲＬに対応する本フローにお
ける未確認の署名付き検証結果データが検証結果テーブル１８０にあるかどうかを検索す
る（Ｓ２０）。
【０１０５】
　具体的には、失効情報管理部１３２ｂは、当該ＣＲＬの基準ＣＡ識別子をキーにして、
検証結果テーブル１８０のＣＡ識別子列１８０ａを検索し、当該基準ＣＡ識別子に対応す
る署名付き検証結果データであって、本フローの未確認のものが存在するかどうかを確認
する。
【０１０６】
　そして、失効情報管理部１３２ｂは、当該ＣＲＬに対応する未確認の署名付き検証結果
データが検証結果テーブル１８０に存在しない場合（ステップＳ２０でＮｏ）、当該ＣＲ
Ｌに関して更新するデータが無いものと判断し、検証結果テーブルの更新処理を終了する
。
【０１０７】
　一方、当該ＣＲＬに対応する未確認の署名付き検証結果データが検証結果テーブル１８
０に存在する場合（ステップＳ２０でＹｅｓ）、ステップＳ２１に進み、ステップＳ２１
では、失効情報管理部１３２ｂは、未確認の署名付き検証結果データを一つ特定し、特定
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した署名付き検証結果データにつき以下の処理を行う。
【０１０８】
　失効情報管理部１３２ｂは、ステップＳ２１で特定した署名付き検証結果データに対応
する最終利用日時を検証結果テーブル１８０の最終利用日時列１８０ｂから取得し、設定
情報記憶領域１３１ａに記憶されているキャッシュの有効期間以上に時間が経過している
かを確認する（Ｓ２２）。そして、キャッシュの有効期間以上に時間が経過している場合
（ステップＳ２２でＹｅｓ）には、失効情報管理部１３２ｂは、当該署名付き検証結果デ
ータに関するデータを検証結果テーブル１８０から削除し（Ｓ２３）、ステップＳ２０に
戻り、処理を繰り返す。
【０１０９】
　一方、キャッシュの有効期間以上時間が経過していなかった場合（ステップＳ２２でＮ
ｏ）には、失効情報管理部１３２ｂは、ステップＳ２１で特定した署名付き検証結果デー
タの内容を参照し、検証結果が「失効」を示す検証結果かどうかを確認する（Ｓ２４）。
【０１１０】
　そして、当該署名付き検証結果データの検証結果が「失効」である場合（ステップＳ２
４でＹｅｓ）には、失効情報管理部１３２ｂは、当該署名付き検証結果データに記載され
たＣＡ識別子及びシリアルナンバーに対応するデータが、失効情報テーブル１７０に存在
するかどうかを検索する（Ｓ２５）。
【０１１１】
　失効情報テーブル１７０に当該署名付き検証結果データに対応するデータが存在しない
場合（ステップＳ２５でＮｏ）、失効情報管理部１３２ｂは、当該署名付き検証結果デー
タを検証結果テーブル１８０から削除し（Ｓ２６）、ステップＳ２０に戻り、処理を繰り
返す。
【０１１２】
　一方、失効情報テーブル１７０に当該署名付き検証結果データに対応するデータが存在
する場合（ステップＳ２５でＹｅｓ）、ステップＳ２９に進む。
【０１１３】
　また、当該署名付き検証結果データが「失効」でない場合（ステップＳ２４でＮｏ）、
失効情報管理部１３２ｂは、当該署名付き検証結果データに記載されたＣＡ識別子及びシ
リアルナンバーに対応するデータが、失効情報テーブル１７０に存在するかどうかを検索
する（Ｓ２７）。
【０１１４】
　そして、失効情報テーブル１７０に当該署名付き検証結果データに対応するデータが存
在する場合（ステップＳ２７でＹｅｓ）、失効情報管理部１３２ｂは、当該署名付き検証
結果データの検証結果を「失効」に変更し（Ｓ２８）、ステップＳ２９に進む。
【０１１５】
　一方、失効情報テーブル１７０に当該署名付き検証結果データに対応するデータが存在
しない場合（ステップＳ２７でＮｏ）には、ステップＳ２９に進む。
【０１１６】
　そして、ステップＳ２９では、失効情報管理部１３２ｂは、当該署名付き検証結果デー
タに記述されている当該署名付き検証結果データを作成した時間（producedAt）や、失効
情報の有効期間（thisUpdate／nextUpdate）を更新し、さらに検証サーバ１３０の署名を
しなおし、検証結果テーブルに格納し直す。
【０１１７】
　そして、失効情報管理部１３２ｂは、ステップＳ２０に戻り、処理を繰り返す。
【０１１８】
　以上の処理を行うことにより、検証結果ＤＢ９０に格納される検証結果データは更新さ
れ、不要な署名付き検証結果データは削除される。
【０１１９】
　図１１及び図１２は、検証サーバ１３０において証明書を検証する際の処理を示すフロ
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ーチャートである。
【０１２０】
　まず、検証サーバ１３０は、端末装置１１０の検証部１１２ｂが生成した検証要求を、
通信部１３３を介して受信する（Ｓ３０）。
【０１２１】
　次に、検証サーバ１３０の検証処理部１３２ｃは、識別子情報記憶領域１３１ｂに記憶
されているＣＡ識別子テーブル１６０と、受信した検証要求を照合し（Ｓ３１）、対応す
るＣＡ識別子が存在するかどうかを確認する（Ｓ３２）。
【０１２２】
　具体的には、検証処理部１３２ｃは、当該検証要求に含まれる、検証対象証明書を特定
する情報（CertID）のうち、ハッシュアルゴリズム（hashiAlgorithm）とＣＡ識別子情報
（issuerNameHashおよびissuerKeyHash）をキーにして、ＣＡ識別子テーブル１６０を検
索する。
【０１２３】
　そして、当該検証要求に対応するＣＡ識別子が、ＣＡ識別子テーブル１６０に存在しな
い場合（ステップＳ３２でＮｏ）、検証処理部１３２ｃは、検証サーバ１３０では当該検
証要求に対応する失効情報を持っていないと判断し、その旨を記す検証結果データを作成
し（Ｓ３３）、図１２のステップＳ４３へ進む。
【０１２４】
　一方、当該検証要求に対応するＣＡ識別子が、ＣＡ識別子テーブル１６０に存在する場
合（ステップＳ３２でＹｅｓ）、検証処理部１３２ｃは、当該ＣＡ識別子に対応する基準
ＣＡ識別子をＣＡ識別子テーブル１６０から取得する（Ｓ３４）。
【０１２５】
　そして、検証処理部１３２ｃは、当該検証要求と、ステップＳ３４で取得した基準ＣＡ
識別子をキーにして、検証結果テーブル１８０との照合を行う（Ｓ３５）。
【０１２６】
　具体的には、当該基準ＣＡ識別子をキーとして、検証結果テーブル１８０のＣＡ識別子
列１８０ａを検索し、当該基準ＣＡ識別子に対応するＣＡ識別子を検索する。次に、当該
ＣＡ識別子に対応する署名付き検証結果データの中から、検証要求に含まれる検証対象証
明書を特定する情報（CertID）と、署名付き検証結果データに含まれる検証対象証明書を
特定する情報（CertID）が同一の署名付き検証結果データがあるかどうかを確認する。
【０１２７】
　検証要求と同一のCertIDが含まれる署名付き検証結果データが、検証結果テーブル１８
０に存在する場合（ステップＳ３６でＹｅｓ）、検証処理部１３２ｃは、その署名付き検
証結果データを取得し（Ｓ３７）、ステップＳ４３へ進む。
【０１２８】
　一方、検証要求と同一のCertIDが含まれる署名付き検証結果データが、検証結果テーブ
ル１８０に存在しない場合（ステップＳ３６でＮｏ）、検証処理部１３２ｃは、検証要求
と失効情報テーブル１７０との照合を行う（Ｓ３８）。
【０１２９】
　具体的には、ステップＳ３４で取得した基準ＣＡ識別子をキーにして、失効情報テーブ
ル１７０のＣＡ識別子列１７０ａを検索し、基準ＣＡ識別子と同一のＣＡ識別子を特定す
る。次に、当該検証要求に含まれる検証対象証明書のシリアル番号（CertIDのserialNumb
er）と、当該特定されたＣＡ識別子に対応する失効した証明書のシリアルナンバー列１７
０ｃを比較し、検証対象証明書のシリアル番号が、失効情報テーブル１７０の失効した証
明書のシリアルナンバー列１７０ｃに格納されているか否かを確認する。
【０１３０】
　当該検証要求に含まれる検証対象証明書のシリアル番号が失効情報テーブル１７０に存
在する場合（ステップＳ３９でＹｅｓ）、検証処理部１３２ｃは、検証対象証明書は失効
している旨の署名付き検証結果データを作成する（Ｓ４０）。
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　一方、当該検証要求に含まれる検証対象証明書のシリアル番号が失効情報テーブル１７
０に存在しない場合（ステップＳ３９でＮｏ）、検証処理部１３２ｃは、検証対象証明書
は失効していない旨の署名付き検証結果データを作成する（Ｓ４１）。
【０１３２】
　そして、検証処理部１３２ｃは、ステップＳ４０又はステップＳ４１で作成した書名付
き検証結果データを、図１１のステップＳ３４で取得した基準ＣＡ識別子に対応付けて、
検証結果テーブル１８０に格納する（Ｓ４２）。さらに、検証処理部１３２ｃは、検証結
果テーブル１８０の対応する最終利用日時列１８０ｂの欄に、現在の時刻を格納する。
【０１３３】
　そして、ステップＳ４３において、検証処理部１３２ｃは、これまでのステップで作成
した検証結果データを、通信部１３３を介して、端末装置１１０へ送信する。
【０１３４】
　以上のステップを実行することによって、検証サーバ１３０は、端末装置１１０からの
検証要求を受け付けてから、検証結果データを応答するまでの処理を効率的に行うことが
可能であり、応答時間を短縮することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３５】
【図１】検証システムの構成図。
【図２】端末装置の概略図。
【図３】ＣＡ装置の概略図。
【図４】検証サーバの概略図。
【図５】ＣＡ識別子テーブルの概略図。
【図６】失効情報テーブルの概略図。
【図７】検証結果テーブルの概略図。
【図８】コンピュータの概略図。
【図９】検証サーバでＣＲＬの更新を行う際の処理を示すフローチャート。
【図１０】検証サーバにおいて検証結果テーブルの更新処理を行う際のフローチャート。
【図１１】検証サーバにおいて証明書を検証する際の処理を示すフローチャート。
【図１２】検証サーバにおいて証明書を検証する際の処理を示すフローチャート。
【符号の説明】
【０１３６】
１００　検証システム
１１０　端末装置
１２０　ＣＡ装置
１３０　検証サーバ
１３１　記憶部
１３２　処理部
１３３　通信部
１３４　入出力部
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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